
今月の展示： 

  ・写真部 新春展 1/18-2/14     

  ・附属小学校生徒 俳句作品展 2/15～3/15 

今月の注目： 

   ・留学生向けガイダンス Library Guidance for Foreign Students 

   ・ロッカーを設置しました  

   ・Ｍｙ Ｌｉｂｒａｒｙ 

   ・コラム 雪 

発行日 ２０１２．２．５ 

２０１２年２月号 

○館内ホールで展示を希望される方は 

附属図書館展示ワーキング（内7060） 

にお申し出ください。 

学生、教職員はもちろん、学外の方でも可能です。 

随時、ご相談を受け付けております。 

○館内の電子掲示板にお知らせを掲載することができま

す。OfficePowerPointで作成したファイルでお持ちください。現在、就職支援課、生活支援課のお

知らせを放映中です。詳細は 附属図書館資料サービス担当まで。 

鳥取大学附属図書館中央図書館からのお知らせです。 

今月の図書館  寒さに負けずがんばろう♪ 

ロッカーを設置しました。 

図書館正面玄関周りは自転車駐輪

場ではありません。各学部所定の位

置に駐輪をお願い致します。 

また交通の邪魔にならないよう、道路

への駐輪はご遠慮ください。現在駐輪

中のものも雪が溶け次第お引き取りく

ださい。 

お願い 自転車の駐輪 

お知らせ 

図書館１階、２階にロッカーを設置しました。 

本学学生なら誰でも利用できます。 

利用時間 ９時から閉館１５分前まで、当日

限り 

学生証等を持参のうえ、カウンターまでお申

し込みください。 

展示・掲載 募集中 

館内展示・ミニ展示 

・附属小学校生徒 俳句作品展 2/15～3/15 

・写真部 新春展 1/18～2/14 

Library Guidance in English 

for Foreign Students 
 

外国人留学生のための英語による 

図書館ガイダンス 

about services, materials, 

databases etc. 

Schedule: 

Feb. 16 13:00-13:45 

Feb. 20 15:00-15:45 

Feb. 24 11:00-11:45 

Please see library website or poster for 

more details. １．Ｍｙ Ｌｉｂｒａｒｙ とは 

 図書館ＨＰのトップページ、ＯＰＡC（所蔵検索）ページからログインして使用する、 

 鳥取大学附属図書館ポータルサイトです。 

２．Ｍｙ Ｌｉｂｒａｒｙ で できること 

 ご自分の貸出予約状況が確認できます。 

 延滞しておらず、他の方の予約が入っていなければ、返却期限を１回延長できます。 

 図書館からのお知らせを確認できます。 

 院生・・教職員の方は、文献複写・相互貸借を依頼でき、申込状況も確認できます。 

 予算をお持ちの教員の方は、図書購入を依頼でき、到着状況も確認できます。 

 

 ＊文献複写・相互貸借については、送料等実費が必要です。 

 ＊学外の方は鳥取大学附属図書館所蔵の資料以外はお申し込みできません。 

詳しくはホームページをご覧ください。 

さらにご不明な点があれば下記またはカウンターまでお問合せください。 

お電話でのお問合せは平日９時から１７時までにお願い致します。 

問合先：附属図書館資料サービス担当 TEL 0857-31-5672(内線7050)  

Mｙ Library を ご利用ください。 



１月の新着図書 
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今月の図書館  寒さに負けずがんばろう♪ 

総  記 （文庫・新書を含む） 

佐藤可士和の超整理術 / 佐藤可士和著 人間力関係図書コーナー 002.7:Sat 

一般意志2.0 : ルソー、フロイト、グーグル / 東浩紀著 ベストセラーコーナー 007.3:Ipp 

モーツァルトの食卓 / 関田淳子著 正光文庫 081:Asa:0873 

名文どろぼう / 竹内政明著 新書・文庫コーナー 081:BS:745 

危機の大学論 : 日本の大学に未来はあるか? / 尾木直樹, 諸星裕 [著] 新書・文庫コーナー 081:KO:A-146 

こころの免疫学 / 藤田紘一郎著 正光文庫 081:Shi:K 

小惑星探査機はやぶさ物語 / 的川泰宣著 新書・文庫コーナー 081:SK:330 

   
哲  学 

人生に活かす老子 / 井出元著 人間力関係図書コーナー 124.22:Jin 

ユーモア心理学ハンドブック / R・A・マーティン著 ; 野村亮太, 雨宮俊彦, 丸野俊一監訳 新着図書コーナー 141.6:Yum 

人生のプロジェクト / 山崎拓巳著 人間力関係図書コーナー 159:Jin 

幸せをつかむ!時間の使い方 : 不器用な人のためのタイムマネジメント / 和田裕美著 人間力関係図書コーナー 159:Shi 

開運!神社さんぽ : 古事記でめぐるご利益満点の旅 / 上大岡トメ, ふくもの隊著 ベストセラーコーナー 175.9:Kai 

   
歴 史      地   理 

日本人はなぜ戦争へと向かったのか / NHK取材班編著 新着図書コーナー 210.75:Nih:(03) 

十字軍物語 / 塩野七生著 ベストセラーコーナー 230.45:Juj:(03) 

福沢諭吉 : 「官」との闘い / 小川原正道著 ベストセラーコーナー 289.1:Fuk 

「世界地図」の誕生 / 応地利明著 新着図書コーナー 290.38:Sek 

智頭往来 : 歴史の道調査報告書 / 鳥取県教育委員会文化課編 郷土資料室 291.72:Chi 

   
社会科学 

裁判長!おもいっきり悩んでもいいすか : 裁判員制度想定問題集 / 北尾トロ著 ; 村木一郎監修 新着図書コーナー 327.6:Sai 

大停滞 / タイラー・コーエン著 ; 若田部昌澄解説 ; 池村千秋訳 新着図書コーナー 330.4:Dai 

入門考える技術・書く技術 : 日本人のロジカルシンキング実践法 / 山崎康司著 人間力関係図書コーナー 336.55:Nyu 

東日本大震災からの復興まちづくり / 佐藤滋編著 新着図書コーナー 369.3:Hig 

英語で英語を読む授業 / 卯城祐司編著 人間力関係図書コーナー 375.893:Eig 

知へのステップ : 大学生からのスタディ・スキルズ / 学習技術研究会編著 人間力関係図書コーナー 377.15:Chi 

ノーベル賞はこうして決まる : 選考者が語る自然科学三賞の真実 / アーリング・ノルビ著 ; 千葉喜久枝訳 新着図書コーナー 377.7:Nob 

就活の神さま : 自信のなかったボクを「納得内定」に導いた22の教え / 常見陽平著 新着図書コーナー 377.9:Shu 

   
自然科学 

知りたがり屋たちの質問 / シェリー・シーサラー著 ; 中村安子訳 新着図書コーナー 404:Shi 

日本人研究者のための絶対できる英語プレゼンテーション / Philip Hawke, Robert F. Whittier著 ; 福田忍

訳 
ベストセラーコーナー 407:Nih 

数学者の哲学+哲学者の数学 : 歴史を通じ現代を生きる思索 / 砂田利一, 長岡亮介, 野家啓一著 ベストセラーコーナー 410.1:Sug 

意味がわかれば数学の風景が見えてくる / 野崎昭弘 [ほか] 著 ベストセラーコーナー 410:Imi 

温泉からの思考 : 温泉文化と地域の再生のために / 合田純人, 森繁哉著 新着図書コーナー 453.9:Ons 

思いもしなかった健康食品と薬の相互作用 / 藤村昭夫著 新着図書コーナー 491.5:Omo 

発達障害の臨床 / 熊谷公明, 栗田広編 シラバス 地域学部 493.937:Hat 

   
技  術 

人間力・現場力を高めるワンポイント講座 : 変革と挑戦で「自分を変え、職場を変え、会社を変える」 / 市

川享司著 
人間力関係図書コーナー 509.66:Nin 

われわれは明日どこに住むか : 3・11後の建築・まち / 日本建築学会編 新着図書コーナー 520.4:War 

Google+の衝撃 : 企業を成功に導くソーシャルメディアマーケティングの新法則 / 山崎秀夫, 村井亮, 小石

裕介著 
ベストセラーコーナー 547.48:Goo 

感じる服考える服 : 東京ファッションの現在形 / 高木陽子 [ほか] 編著 人間力関係図書コーナー 589.2:Kan 

女子栄養大学の学生食堂 : 500kcalからの好バランス定食 / PHP研究所編 ベストセラーコーナー 596:Jos 

おいしい週末 : よく食べて、よく笑った日 / 近藤幸子著 新着図書コーナー 596:Ois 

洋食の極意 : 完全保存版 ベストセラーコーナー 596:Yos 
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２０１２年２月号 

新たな発見をした。 

 このように、雪に関して冬の太平洋側と日本海側での気

候の違いを身を以って体験した私であるが、最近になっ

て、雪もまんざら悪くないなと感じるようになった。寒々

とした冬空。その空間に音もなく深々と降りてくる白い綿

帽子のような雪。それらを眺めると不思議に心が落ち着

き、癒されるのである。時の経つのを忘れてしばしその世

界に浸っていたい。と望む一方、あの冬晴れの空も懐かし

く感じられる昨今である。 

 

参考文献（鳥取の気象について） 

「山陰の天気」来海 徹一 著 富士

書店 1999  請求記号：451.917/

San 

「続 山陰の天気」来海 徹一 著 

今井書店 2004  請求記号：

451.917/San/(Z) 

 

（松） 

 今年の冬は例年になく寒く、雪の日が多かったように

思う。ここ近年は暖冬ということで油断していたので、

家の前の雪かき等でえらい目に遭った。 

 以前に住んでいたところは京都で、冬は晴れの日が多

かった。南向きの事務室には暖かな日差しが降り注ぎ、

暖房は要らないくらいの日もあった。たまに雪が積もる

とこれはチャンスということで始業前に雪景色の写真を

撮りまくっていた。しかし、その雪もその日のうちに消

えてしまうのが常だった。それだけ雪を見るのが珍し

く、うれしい体験であった。当時は冬は晴れるのが普通

だと思っていた。 

 ところが初めて山陰（米子）に転勤してきたときは冬

の雪の多さ、深さにびっくりした。雪かき用のスコッ

プ、長靴をあわてて買ったものだった。帰宅途中、道が

分からず溝に落ちて腰まで雪の中に埋まってしまった苦

い経験もある。山陰では冬は雪があるのが当然なのだと

コラム 雪 

産  業 

地域を変えるデザイン : コミュニティが元気になる30のアイデア / issue+design project著 新着図書コーナー 601.1:Chi 

知識ゼロからの農業ビジネス入門 / 岡林秀明著 新着図書コーナー 611.7:Chi 

農業経営の継承と管理 / 山本淳子著 新着図書コーナー 611.71:Nog 

農地環境工学 / 山路永司, 塩沢昌編 シラバス 農学部 614:Noc 

フォレストスケープ : 森林景観のデザインと演出 / 全国林業改良普及協会企画・編集 シラバス 農学部 629.1:For 

獣医病理学実習マニュアル / 日本獣医病理学会編 シラバス 農学部 649.4:Jui 

新たな森林管理 : 持続可能な社会に向けて / 藤森隆郎著 シラバス 農学部 651.7:Ara 

   

芸  術 

コミックとり漫 : まんが王国とっとり / うえやまとち[ほか]著 ; 漫画ゴラク「食漫」編集部編 新着図書コーナー 726.1:Kom 

五月女ケイ子のレッツ!!古事記 / 五月女ケイ子作 新着図書コーナー 726.1:Soo 

小澤征爾さんと、音楽について話をする / 小澤征爾, 村上春樹著 ベストセラーコーナー 760.4:Oza 

身体の臨界点 / 石井達朗著 新着図書コーナー 769.04:Shi 

近藤良平という生き方 / 近藤良平著 新着図書コーナー 769.1:Kon 

深読みミュージカル : 歌う家族、愛する身体 / 本橋哲也著 新着図書コーナー 775.4:Fuk 

なでしこジャパンはなぜ世界一になれたのか? / 平田竹男著 ベストセラーコーナー 783.47:Nad 

復活力 : 東北、ありがとう / 山崎武司著 人間力関係図書コーナー 783.7:Fuk 

   

言   語 

世界の文字を楽しむ小事典 / 町田和彦編 新着図書コーナー 801.1:Sek 

中学3年間の英語を10時間で復習する本 : 図解 / 稲田一著 ベストセラーコーナー 830:Chu 

プロ通訳の英語ピンポイントリスニング : 一瞬で7割聴きとる! / 中曽根俊著 新着図書コーナー 831.1:Pur 

英語でのコミュニケーションへの第一歩 : 実に英語はおもしろい / 高谷伴江著 新着図書コーナー 834:Eig 

総合スペイン語コース / スペイン語教材研究会編 シラバス 全学共通課目 860.7:Ent:(1) 

   

文  学 

大学生のための文学レッスン / 蔦尾和宏 [ほか] 編著 新着図書コーナー 910.2:Dai 

漱石のユートピア / 河内一郎著 新着図書コーナー 910.268:Sos 

ヒア・カムズ・ザ・サン / 有川浩著 ベストセラーコーナー 913.6:Ari 

ぼくらは夜にしか会わなかった / 市川拓司著 ベストセラーコーナー 913.6:Ich 

極北ラプソディ / 海堂尊著 ベストセラーコーナー 913.6:Kai 

ジェントルマン / 山田詠美著 ベストセラーコーナー 913.6:Yam 

女子学生、渡辺京二に会いに行く / 渡辺京二, 津田塾大学三砂ちづるゼミ著 人間力関係図書コーナー 914.6:Wat 

ぼくはお金を使わずに生きることにした / マーク・ボイル著 ; 吉田奈緒子訳 ベストセラーコーナー 936:Bok 

絶望名人カフカの人生論 / フランツ・カフカ著 ; 頭木弘樹編訳 人間力関係図書コーナー 945.7:Zet 



 [問合先] 資料サービス担当 

電話 0857（31）5672 

Email: ac-shiryousa@adm.tottori-u.ac.jp 

お電話でのお問い合わせは平日9～１７時でお願い致します。 

鳥取大学附属図書館 中央図書館 

ホームページもご覧ください。 
http://www.lib.tottori-u.ac.jp/ 

ご存知ですか？移動図書館車 
毎月第2木曜日の12:20-13:00に図書館前へ、本を3000冊も積ん

だ鳥取市立図書館の移動図書館車がやってきます。 
 

 

鳥取市立図書館の貸出カードで本を借りることができます。 

その場でカードが作れます。 

 

[スケジュール] ２月：９日  ３月：８日、２２日 
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図書館内では、蓋の付いた飲み物以外はご遠慮いた

だいています。 

またLC（ラーニングコモンズ）以外では、お静かにお願

いいたします。 

ゴミはお持ち帰りいただくか、鳥取市のゴミ規定に即して

捨ててください。 

お願い 館内でのマナー について 

省エネルギー・節電のご協力をよろしくお願い致します。 

また、エレベーターのご利用は控えめにお願い致します。 

なお、暖房は１２月から３月末まで 

（室温１９℃以下の場合）です。 

２月２０日以降、第４閲覧室は 

閉室といたします。 

お願い 省エネルギー、節電 について 

●試験期２週間前から土日祝も

２２時まで開館します。 

 

●２９日は図書館整理日ですの

で、午前中は閉館します。 

 LC(ラーニングコモンズ）、１階

ホール部分は利用できます。 

卒業予定の皆様、返却忘れの図書館資料はございませんか？ 

卒業までに必ずご返却ください。  

ご自分の借りた本を忘れた方はカウンターまでお尋ねください。 

☆鳥取大学附属図書館 2・３月の開館スケジュール  Library Calendar 2012☆ 

 

 

 

 

 

 

図書館玄関前にて 

雪だるま制作中。 


